
ジュニア男子サーブル選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 下村　悠陽 しもむら　ゆうや YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー

2 ヘフリー　晴之 へふりー　はるゆき アスルクラロフェンシングアカデミー

3 寺本　晃 てらもと　あきら エスコラピオス学園海星高等学校

4 小林　亮太 こばやし　りょうた エスコラピオス学園海星高等学校

5 水戸　ザヴィエルスカイ龍馬 みと　ざびえるすかいりゅうま カナディアンアカデミー

6 金森　冬馬 かなもり　とうま 愛知工業大学

7 伊東　英汰 いとう　えいた 愛知工業大学

8 堀　智貴 ほり　ともき 愛知工業大学名電高等学校

9 奥井　咲之祐 おくい　さくのすけ 愛知工業大学名電中学校

10 大村　尚土 おおむら　なおと 愛媛県立三島高等学校

11 大西　琳久 おおにし　りく 愛媛県立三島高等学校

12 辻中　悠真 つじなか　ゆうま 関西学院大学

13 福田　悠雅 ふくだ　ゆうが 岩手県立一関第二高等学校

14 大北　稜 おおきた　りょう 岐阜県立羽島北高等学校

15 石橋　廉大 いしばし　れんた 岐阜県立岐阜各務野高等学校

16 青山　剛大 あおやま　たけひろ 宮崎県立宮崎南高等学校

17 村田　憲哉 むらた　かずや 宮城県仙台第一高等学校

18 安藤　謙心 あんどう　けんしん 京都産業大学

19 坂本　健斗 さかもと　けんと 慶應義塾湘南藤沢高等部

20 山田　翔也 やまだ　しょうや 慶應義塾大学

21 山田　海大 やまだ　かいた 慶應義塾大学

22 加賀　敬浩 かが　たかひろ 慶應義塾大学

23 山﨑　翔太 やまさき　しょうた 慶應義塾大学

24 輿水　勇輝 こしみず　ゆうき 甲斐清和高等学校

25 今野　颯太 こんの　そうた 高崎商科大学附属高等学校

26 橋本　響 はしもと　ひびき 高崎商科大学附属高等学校

27 山本　絢士 やまもと　あやと 高知県立高知小津高等学校

28 坪田　龍知 つぼた　とおち 埼玉栄高等学校

29 前田　晃希 まえだ　こうき 札幌大谷高等学校

30 佐藤　禅 さとう　ぜん 山形県立高畠高等学校

31 庄司　圭佑 しょうじ　けいすけ 山形県立山形東高等学校

32 石井　大迅 いしい　ひろとき 山形県立山形東高等学校

33 上村　明武 うえむら　あきむ 山口県立岩国工業高等学校

34 ボラノス　勇梓郎 ぼらのす　ゆうじろう 山口県立岩国工業高等学校

35 岩元　一真 いわもと　かずま 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
36 岡村　怜音 おかむら　れおん 鹿児島県立鹿児島南高等学校

37 古川　昊 ふるかわ　そら 鹿児島県立鹿児島南高等学校

38 沢藤　快飛 さわふじ　はやと 秋田県立秋田北鷹高等学校

39 津谷　龍星 つや　りゅうせい 秋田市ジュニアフェンサーズ

40 中馬　誠一郎 ちゅうまん　せいいちろう 新潟県立新潟高等学校

41 近平　大和 ちかひら　やまと 新田高等学校

42 辻野　智之 つじの　ともゆき 清風中学校･高等学校

43 藤田　隼輔 ふじた　しゅんすけ 清風中学校･高等学校

44 佐藤　悠雅 さとう　はるまさ 西南学院高等学校

45 齊藤　虎ノ介 さいとう　とらのすけ 青森県立黒石高等学校

46 天内　圭太 あまない　けいた 青森県立田名部高等学校

47 和住　壮馬 わずみ　そうま 石川県立金沢西高等学校



48 亀田　蒼 かめた　そら 仙台市立仙台高等学校

49 今井　銀士 いまい　ぎんじ 千葉県立検見川高等学校

50 山二　晴 やまに　はる 千葉県立東葛飾中学校

51 北川　裕貴 きたがわ　ゆうき 専修大学

52 吉永　隆人 よしなが　たかひと 専修大学

53 田中　智也 たなか　ともや 早稲田大学

54 矢野　七暉 やの　ななき 大分県立大分豊府高等学校

55 島崎　偉生 しまさき　たける 大分県立大分豊府高等学校

56 田内　稜大 たうち　りょうた 中央大学

57 力武　優斗 りきたけ　ゆうと 中央大学

58 竹井　耀一 たけい　てるかず 中京大学

59 小幡　風雅 おばた　ふうが 朝日大学

60 浜口　歩 はまぐち　あゆむ 長崎県立諫早商業高等学校

61 新宮　直将 しんぐう　なおまさ 長崎県立諫早商業高等学校

62 道上　拓郎 みちがみ　たくろう 長崎県立諫早商業高等学校

63 渡部　颯良 わたなべ　そら 東亜学園高等学校

64 石井　豪 いしい　ごう 東亜学園高等学校

65 渡邊　天汰 わたなべ　てんた 東京学館新潟高等学校

66 藤井　遙人 ふじい　はると 藤井宏樹グループ(宮崎県)
67 吉田　充希 よしだ　みつき 同志社大学

68 樋渡　怜大 ひわたし　れお 日本大学

69 野島　里玖 のしま　りく 日本大学

70 井上　厳優 いのうえ　かねまさ 日本大学

71 大北　唯斗 おおきた　ゆいと 日本大学

72 才木　良太 さいき　りょうた 富山県立水橋高等学校

73 高岸　挑 たかぎし　いどむ 武生商業・武生商工高等学校

74 蓑田　育叶 みのだ　いくと 武生商業・武生商工高等学校

75 伊藤　羽舷 いとう　ひげん 福岡県立福岡魁誠高等学校

76 平田　悠翔 ひらた　ゆうと 福岡県立福岡魁誠高等学校

77 宮﨑　孝司郎 みやざき　こうしろう 福岡県立福岡魁誠高等学校

78 長嶋　柊司 ながしま　しゅうじ 兵庫県

79 山口　李世 やまぐち　りぜ 法政大学第二高等学校

80 茶野　友秋 ちゃの　ともあき 法政大学第二高等学校

81 保阪　有俊 ほさか　ゆうしゅん 北杜市立甲陵高等学校

82 野村　宗純 のむら　そうじゅん 立教新座高等学校

83 河原　資起 かわはら　もとき 立教新座中学校

84 石井　達哉 いしい　たつや 立教大学

85 沼尻　祥明 ぬまじり　よしあき 立命館高等学校

86 佐竹　翔一 さたけ　しょういち 立命館高等学校

87 平岡　大知 ひらおか　だいち 立命館高等学校

88 梅村　晃平 うめむら　こうへい 立命館大学

89 道畑　湧喜 みちはた　ゆうき 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

90 國料　大樹 こくりょう　たいき 和歌山県立和歌山東高等学校

91 田谷　龍雅 たや　りゅうが 上三川フェンシングクラブ

91名


